
事業名 事業概要 開催期間 開催時間 会場（住所） 料金 事前申込 主催者名（電話）

企画展 天皇陛下御即位記念
「皇室のしつらえⅡ」

大正から令和の即位礼のしつらえを知る事のできる資料
を展示

令和元年11月15日～
   令和2年5月29日

10:00～16:００
川島織物文化館
（京都市左京区静市市原町265）

無料 要
川島織物文化館
（075－741－4323）

シリーズ展６
特集展示:仏像ひな型の世界

京都仏師・畑治良右衛門が代々守り伝えた数々の雛型を
展示

１月９日～２月９日 １０:００～１７:００
龍谷ミュージアム
（京都市下京区堀川通正面下る（西本願寺
前））

一般:５５０円
シニア:４５０円
大学:４００円
高校:３００円

不要
龍谷大学龍谷ミュージアム
京都新聞

非公開手織工場と川島織物文化館ガ
イドツアー

非公開の手織工場と川島織物文化館を特別に約90分で解
説案内

1月24日～3月16日 13:30～15:00
（月・金のみ 2/24除く）

㈱川島織物セルコン 市原事業所
（京都市左京区静市市原町265）

無料
要

先着12名様
川島織物文化館
（075－741－4323）

節分会
午後の豆まきと⿁退治、華麗な福娘多数。採燈大護摩祈
祷炎煙の祭典

２月３日 ８:００～２０:００
聖護院門跡
（京都市左京区聖護院中町１５）

無料 不要
聖護院門跡
（０７５－７７１－１８８０）

早春から初夏にかけての町家のくら
し

桃の節句２／３ー４／３、端午の節句４／５ー６－５、
夏越の行事６／１ー６／３０

２月３日～６月３０日 １０:００～１１:００
西陣くらしの美術館 冨田屋
（京都市上京区大宮通一条上ル）

２，２００円
※弁当 追加３，３００円で
可

要
西陣くらしの美術館 冨田屋
（０７５－４３２－６７０１）

節分会追儺式⿁法楽（⿁おどり） 一年間の除災招福・商売繁盛・所願成就の護摩供養法要 ２月３日 １５:００～１６:００
廬山寺 元三大師堂
（京都市上京区寺町通広小路上る北之辺町
３９７）

無料 不要
宗教法人 廬山寺
（ ０７５－２３１－０３５５）

第２４回京都伝統工芸大学校
卒業修了制作展

友禅・仏像・陶芸など１５０点の卒業修了制作作品を展
示します。

２月８日～２月２４日
１０:００～１７:００

（金、土のみ
１０:００～１８:００）

京都伝統工芸館
（京都市中京区烏丸三条上ル）

無料 不要
京都伝統工芸大学校
（一財）京都伝統工芸産業支援センター

第１３回湖都古都芸術展日中友好絵画・書画の交流展覧
会

２月１１日～２月１３日
１０:００～１７:００
※最終日１６:００まで

京都市美術館別館
（京都市左京区岡崎最勝寺町１３岡崎公園
内）

無料 不要
NPO法人 文化芸術国際協会
０９０－８１２５－９８８６（王培英）

小嶋悠司展
伝統を超え、新しい重厚な日本画を生み出した小嶋悠司
の回顧展

２月１２日～３月１３日 １０:００～１７:００
中信美術館
（京都市上京区下立売通油小路東入西大路
町１３６－３）

無料 不要
公益財団法人 中信美術奨励基金
（０７５－２２３－８３８５）

茶の湯短期集中講座
薄茶・濃茶の世界

三日間の連続講座。じっくり深く学んだあとはお手前を
体験してみましょう

薄茶
２月１４日～２月１６日
濃茶
２月２８日～３月１日

１３:００～１６:００
無鄰菴
（京都市左京区南禅寺草川町３１）

薄茶:１０，０００円
濃茶:１５，０００円

要
無鄰菴管理事務所 ９:００～１７:００
（０７５－７７１－３９０９）
※Web申込 https://murin-an.jp/events/

第４回 平安千年の声明の調べ
「みほとけの音聲」

真言声明の種智院大学と天台声明の叡山学院との共演を
お届けします

２月１９日 １４:００～１６:００
京都府立府民ホール アルティ
（京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町５９
０－１）

前売券:３，０００円
当日券:３，５００円

種智院大学
（０７５－６０４－５６００）
叡山学院
（０７７－５７８－００２９）

伊藤若沖を求めて＜日帰りツアー＞
江戸時代に活躍し、今もなお人気のある天才絵師伊藤若
沖のゆかりの寺院を訪れます

２月２０日 11:30～17:30頃
石峰寺・宝蔵寺
（バス移動 集合場所:京都駅八条口）

１９，５００円
（移動費・昼食代・拝観
料含む）

要
㈱淡交カルチャー
（０７５－４３２－４０９０）

歴史散歩
既知のトピックを再見し、歴史の深さ、不思議さを歩き
楽しむ

２月２３日～６月２８日
（毎月最終週日曜のみ）

１３:００～１６:００ 市内各所 １，０００円 要 京都歴史散歩倶楽部

会員の活動情報（令和２年２月～６月）
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浄焚式
不要になったお札や御守御位牌仏壇等をご供養し御焚き
上げする

２月２５日 １１:００～１２:００ 大本山 くろ谷 金戒光明寺 有料:御志納 不要
大本山 くろ谷 金戒光明寺
（０７５－７７１－２２０４）

令和２年
春の特別公開「永々棟のひなまつ
り」

江戸時代から現代までのさまざまな雛人形をお座敷に展
示します

２月２８日～３月２９日
（金土日祝のみ）

１０:００～１７:００
平野の家わざ永々棟
（京都市北区北野東紅梅町１１）

一般:６００円
大学・高校:４００円
中学以下:無料

不要
平野の家わざ永々棟
（０７５－４６２－００１４）

五花街遊覧 京のお気にいり 花街の方々に京都にまつわるお話を聞く食事会です ２月２９日 １３:００～１５:００
美濃吉 本店 竹茂桜
（京都市左京区粟田口鳥居町６５）

１２０００円
（税サ込）

要
株式会社 美濃吉
（０７５－７７１－４１８５）

春の特別一般公開「ひな飾り展」
京商家のハレの日のしつらえと数々の雛人形をお楽しみ
ください

３月１日～３月２２日
１３:００～１６:４０

※休館日:月・火

重要文化財 杉本家住宅
（京都市下京区綾小路通新町西入矢田町１
１６）

大人:１５００円
高校以下:８００円

不要
公益財団法人 奈良屋記念杉本家保存会
（０７５－３４４－５７２４）

日本画家・木島櫻谷旧邸の特別公開
桃の節句にちなんだお雛さま、手描き婚礼
衣装、櫻谷作品など収蔵品の特別展示

櫻谷旧邸和館・洋館・画室特別公開他、お雛様、手描婚
礼衣装など展示

３月７日～４月１２日
（土日祝のみ）

１０:００～１６:００
櫻谷文庫
（京都市北区等持院東町５６）

６００円 不要
公益財団法人 櫻谷文庫
（０７５－４６１－９３９５）

第７４回 邦楽を楽しむ会
解説付きで楽しむ邦楽演奏会。今回のテーマは初代山本
邦山作品

３月１８日 １９:００～２０:００
京都府立文化芸術会館 ３F和室
（京都市上京区寺町通広小路下る東桜町
１）

１，０００円 不要
京都三曲協会
 ※月・水・金９－１２時
（０７５－８４１－３０９９）

石清水八幡宮
男山桜まつり～神事を初め土日には武道大会・島原太夫
道中等を開催

３月２０日～４月３０日
９:００～１６:００
※日によって変更有り

石清水八幡宮
（京都府八幡市八幡高坊３０）

無料 不要
石清水八幡宮
（０７５－９８１－３００１）

小倉あん発祥地顕彰式 小倉あん発祥地顕彰式典と小倉ぜんざいの振る舞い ３月２２日
１０:００～１５:００
※ぜんざいの振る舞いは

１２時から

小倉山二尊院境内（本道横）
（京都市右京区嵯峨二尊院門前⾧神町２
７）

拝観料:５００円 不要
小倉餡顕彰式世話人会
（０７５－８６１－２１２４）

岩倉具視幽棲旧宅ミュージアム・
トーク

月一回の連続講座。当時の生活や風習、文化を学びませ
んか

３月２８日 １３:３０～１４:１５
岩倉具視幽棲旧宅
（京都市左京区岩倉上蔵町１００）

無料
※要入場料

不要
岩倉具視幽棲旧宅 ※９－１７:００
（０７５－７８１－７９８４）

並河靖之七宝記念館
春期特別展「光輝ある並河七宝」を開催。七宝・庭・建
物を公開

４月３日～７月１９日 １０:００～１６:００
並河靖之七宝記念館
（京都市東山区三条通北裏白川筋東入堀池
町３８８）

８００円 不要 （０７５－７５２－３２７７）

一般社団法人 祇園祭布袋山保存会
南蛮茶会Ⅵ

南蛮茶会Ⅵ茶の湯と日本の心、京都観光おもてなし大使
らん布袋

４月５日 １１:３０～１５:００
白河院 TEL:075-761-0201
（京都市左京区岡崎法勝寺町１６）

６５００円
※呈茶、京料理、桜とお
庭（１ドリンク込）

要
一般社団法人 祇園祭布袋山保存会
（０９０－９２１３－７６２６）

第７４回 文人展 文人連盟役員・会員による書・画・篆刻作品の展観 ４月７日～４月１２日
１０:００～１８:００
（最終日は１７:００ま

で）

京都市美術館別館
（京都市左京区岡崎円勝寺町）

無料 不要
文人連盟
（０７５－２５５－００５４）
 （株）賛交社内

京都定期観光バス
たけのこ会席料理と穴場の夜桜観賞
（SYコース）

島原角屋の２階部分を定期観光バスのお客様限定でご案
内します

４月８日～４月１８日
（※１０日，１１日は運
休）

１６:４０～２０:４５
京都定期観光バス烏丸口のりば
（京都市下京区烏丸通塩小路下る塩小路町
９０２）

大人:１４２００円 要
京阪バス株式会社
バス予約センター ７:４０～２０:００
（０７５-６７２-２１００）

特別一般公開「端午の節句展」
１世紀半の歴史を刻む杉本家住宅の各部屋に五月人形を
飾ります

４月２４日～５月９日
１３:００～１６:４０

※休館日:４／２７・２８

重要文化財 杉本家住宅
（京都市下京区綾小路通新町西入矢田町１
１６）

大人:１５００円
高校以下:８００円

不要
公益財団法人 奈良屋記念杉本家保存会
（０７５－３４４－５７２４）
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国際コロタイプ写真コンペティショ
ン
HARIBAN AWARD 2019 受賞者展

本企画グランプリ受賞者マーガレット・ランシンク氏の
個展を開催

４月２５日～５月６日 １０:００～１７:００
花洛庵（野口家住宅）
（京都市中京区油小路通四条上ル藤本町５
４４）

3００円 不要
便利堂
(０７５－２３１－４３５１)

京都三曲協会 第３１回 定期演奏会
現代曲から古典まで幅広く楽しめる邦楽演奏会
２２舞台を予定

４月２９日
１１:００～１７:００

（予定）

京都府立文化芸術会館
（京都市上京区寺町通広小路下る東桜町
１）

２，０００円 不要
京都三曲協会 ※月・水・金９～１２:０
０
（０７５－８４１－３０９９）

石清水八幡宮 石清水灯燎華～御本社ライトアップ～ ５月４日 １９:００～２１:００
石清水八幡宮
（京都府八幡市八幡高坊３０）

無料 不要
石清水八幡宮
（０７５－９８１－３００１）

第８０回 龍門社記念展書展
楷、行、草、隷、篆、五体の記念展に対する会員の力作
を展示致して居ります

５月２０日～５月２４日 ９:００～１７:００
京都市京セラ美術館
（京都市左京区岡崎円勝寺町１２４）

無料 不要
龍門社（大藪清雅）
（０７５－６０１－０６８３）

○各事業の詳細は、主催者へお問い合わせ下さい。
○内容は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。


